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上記講座が開催されます。会員の皆さん、協力し成功させましょう。 
大学塾講座運営スタッフへの参加をお待ちします。 
申込先：事務局 電話・FAX 03-5813-3759（平日午後1時～5時） 
           E-Mail：（齋藤龍男）：t3436s@yahoo.co.jp   （ボランティア活動推進部） 

  

平成２４年度 受託講座開催報告 

エネルギーの未来と私たちの生活 
2月 9日に第 1回「エネルギーの現状～日

本のエネルギー事情～」、16日に第 2回「注目
される再生可能エネルギーと未来」と 2回に
わたり東京工業大学教授の小田原修氏による

講義、第 3回目は「役に立つ、ユニークな省
エネ」と題し、風呂敷の超活用法について、ふ

ろしきライフデザイナーの横山功氏による講

座であった。受講者は延べ 60名。 
受講者からは日本のエネルギー事情について、また、将来のエネルギー利用についての知識が得られた

等有意義な意見をいただきました。3回目の風呂敷の活用については、「たかが風呂敷、されど風呂敷！！」
エコで活用範囲の広い風呂敷の活用法に、実習をしながら体験でき、受講者から「風呂敷の偉大さを知

った」など満足であったとの言葉をもらいました。                   （小林徹） 

講座名：戦国時代にみる 

「スキャンダル」の意外な真相 

江戸時代のゴシップ記事から読み解く 

講師名：跡部蛮 氏 
 歴史家（足立区在住） 
 東京ミステリー研究会主宰    

開催日時：4月6日・13日・20日 各（土） 14:00～16:00  

開催場所：足立区生涯学習センター 5階 研修室 

お市の方は信長の妹ではなかった、秀頼の母は本当に淀殿？江戸っ子達は

戦国時代について面白おかしく書かれた逸話集を読んでいました。江戸時

代のゴシップ記事を読み、その話が本当かどうかの真相を探っていきます。 

 

講座名： 

映画の持つ魅力  そして 
黒澤明の世界 

講師名：松尾民夫 氏 

黒澤明アカデミー 

事務局長 

開催日時：４月12日・19日・26日 各（金）14:00～16:00  

開催場所：足立区生涯学習センター 5階 研修室1 

没後 15年を経て、今も「羅生門」「七人の侍」など多くの作品を世におく
りだし「世界の黒澤」として燦然と輝く「黒澤明」の世界。その撮影現場

から、映画の魅力に迫ります。 

平成２５年度 第１ステージあだち区民大学塾講座開催案内 
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「大田文化の森運営協議会」との研修交流会 参加報告 
 

大田区には、大正末期から昭和初期にかけて、馬込・山王の周辺地域に、若き文士や芸術家を中心に

多く住んでいて、お互いに交流を深めて居たようです。また、都市化が進む中で、地域に受け継がれて

きた国や都、区に指定された、文化財や史跡も多くあります。また、“モノづくりのまち大田”としても

広く知られています。 

この度、この地で活発に活動されておられ、我が会とも親交が深い「大田文化の森運営協議会」を平

成 25 年 1 月 24（木）に訪問し、大田区の文化の一端に触れると共に、両会の紹介と活動の現状、運営

上の課題や展望を話しあい、更に懇親会と、3 部構成の研修交流会が実現した。 

【地域見学】当日は早朝小雨が残る中、池上市民大学ボランティアガイドの方達に出迎えられ、まず、

池上本門寺朗子会館にて寺院内の見所や加藤清忠(清正の父)の家系図と寺院との関わりに付いての説明

を受け、東国における日蓮宗の中核寺院として発展し、江戸時代には将軍や大名諸侯を始め広く江戸市

民の信仰を集めた７万坪の寺域の一部を見学した。 

【研修交流】午後は施設見学、両会代表の挨拶、会の活動紹介、参加者から活動内容や展望・意欲、

入会の動機や活動の楽しさの一端を紹介して頂いた。 

【懇親会】交流会の余韻をそのまま、顔見知りの方も居られて話が大いに盛り上がった事は云うまで

もなく、10周年記念事業へのお誘いにも快くお受け頂けるなどお互いに満足のいく研修交流会となった。

(当会から 7 名、大田文化の森運営協議会から 12 名が参加)。 

(URL   http://www.ota-bunkanomori.jp)             （ボランティア活動推進部） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池上本門寺内の見学 

大田文化の森運営協議会との交流会 

大田文化の森運営協議会との懇親会 

大田文化の森 

池上本門寺 寺院内の見所等事前説明 
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平成 25 年 1 月 新年会報告 

平成 25年１月 30日（水）生涯学習センター内レストラン「さくら」で開催された。冒頭早坂代表理
事の挨拶があり、地域文化課小林係長、当会顧問﨑山みゆき氏、生涯学習センター指定管理者ヤオキン

商事（株）伊藤社長、そして現在実施中の講座「新島八重の生涯」講師あさくらゆう氏より、それぞれ

の立場からの励ましの言葉を頂いた。乾杯の音頭は生涯学習センター朴氏のご発声のもと行われ、27名
出席での懇親会に入った。料理が着席のまま飲食でき会話が弾んだ。さらに、生涯学習センターの田中

副所長がお見えになり更に盛り上がった。市川相談役の中締めでお開きとなった。今回は参加者同士の

コミュニケーションが活発に交わされ、お互いの絆を深めることができた。      （岡田スミ子） 
                                                 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域文化課 小林係長 ヤオキン商事 伊藤社長 生涯学習センター朴氏 早坂代表 
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「男たちのボランティア 2013」～扶けあう地域づくりで生涯現役～参加報告 
 平成 25 年 2 月 2 日（土）午後 12 時半から足立区役所庁舎ホールで開催された。全体の参加者は 200

名を超え盛会であった。当会からは 12 名が参加。開会前に会員グループによる大正琴の演奏と獅子舞

が披露され、会場が和んで大変良かった。第１部講演会は福祉ジャーナリスト・元ＮＨＫ解説委員の村

田幸子氏が「これからの人生を最高に生きるために」と題して、介護福祉の立場から介護者の“お世話

のしすぎ”からの脱却と要介護者の依存体質から脱出し“自分でできることは自分でする”自立支援の

大切さが熱く語られた。第 2 部交流会は、ボランティア・ＮＰＯ団体がブースをつくり、活動内容紹介、

入会案内等を行った。当会ブースには 6 名の方が訪れ、熱心に説明を聞いていた。第 3 部懇親会は区役

所 14 階レストランピガールで開催され、当会からは 6 名が参加。一般参加者や他団体と積極的な交流

を図ることができた。                          （ボランティア活動推進部） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

平成２５年２月 月例会 報告 

2 月 月例会報告 「NPO 法人設立１０周年記念事業 全員参加で成功を！！」 
2 月の月例会は、13 日（水）午後 3 時半から研修室１で開催。出
席者は 17名であった。最初に、早坂代表理事から挨拶と提案があり、
次に小林実行委員長から「記念事業」の内容について報告があり活

発な意見交換がなされた。 
1. 足立区制 80 周年記念事業 あだち区民大学塾特別講演会「あだ
ち生涯学習ネットワークフォーラム」 
開催日時：平成 25 年 3 月 17 日（日）午後 1:30 分～4:15 
会場：足立区生涯学習センター 4 階 講堂 

2. NPO 法人「楽学の会」設立 10 周年記念祝賀会 

会場：足立区生涯学習センター 7 階 レストラン「さくら」 

日時：平成 25 年 3 月 17 日（日）午後 5 時～6 時 30 分 

3. 記念誌の編纂 

発行は平成 25 年 5 月予定。 

4. 当日（3 月 17 日）集合時間：午前 11 時 生涯学習センター 

4 階講堂 

5. 各部局で会員の参加者を確認し、早急に事務局へ報告する。     （ボランティア活動推進部） 
                   

学びのエリア再発見～「駅シリーズ」 第 11 回・・・綾瀬地域（その 2） 
1.古隅田川 

古来日本の川は「付け替え」という川の流れを替える治水工事が多く

なされた。利根川も隅田川も現在の姿に

なる以前に、何回か流れが変わっている。

今回訪れた『古隅田川』は江戸時代以前、

もっと大きな流れであり武蔵と下総の国

境となっていた（現在は足立区と葛飾区

の区界）。中川から隅田川まで屈曲して流

れていたが、昭和 40 年頃には利水の役目

を終え地域開発のため暗渠になったり、多くは埋め立てられた。ただ

川があった証としてあちこちに橋の名前が刻まれた石が見られる。写

「楽学の会」 ブース 懇親会（１４階ピガール）  第 1 部講演会 村田 幸子氏

古隅田川跡（駐輪場） 
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真は綾瀬駅南側の暗渠で、上は駐輪場になっており、その入口には「ちどりはし」「古隅田川」と読める

柱があって、かつては川の上に掛かる橋であったことを示している。 
2．八か村(はっかそん)落し親水緑道  

足立区には葛西用水と見沼代用水という全国的に有名な農業用水が二

つある。またこの二つからの派流が多くあり農地を潤し穀高を上げていた。

江戸時代にこの地域が穀倉として重要な土地であったことが分かる。今回

散策した『八か村落し』は、葛西用水から分岐し南西に流れて綾瀬川に注

ぎ、足立の東部地域八つの村を潤していた。名前の由来は六
むつ

木
ぎ

、佐野
さ の

新田
しんでん

     

大谷田
お お や た

、蒲原
かば ら

、北三谷
きたさんや

、普
ふ

賢寺
げ ん じ

、五
ご

兵衛
へ い

新田
しんでん

、伊藤
いと う

谷
や

の八つの村を流れて

いたことから「八か村落堀」と呼ばれていた。現在は農業用水としての役 

目を終え、近隣住民の憩いの場となっている。良く整備された遊歩道であり、春には立派な桜並木が楽

しめる。 

３． 新撰組の逗留  
綾瀬駅西口 1～3 分の所に新撰組が幕末に逗留したという金子家や観音

寺がある。今年は明治元年から 145年目になる。武士社会は尊王攘夷、開
国、打倒徳川の波乱万丈の時勢に新撰組が誕生。会津藩主松平容保は京都

の騒乱を鎮めるため譜代大名として京都守護職となりその配下に新撰組

を置いた。既に 15代将軍慶喜は大政奉還を奏上していたが、「薩長を中心

とする官軍」に対し、親藩諸侯は反抗に転じたが、鳥羽・伏見の戦いでほ

ぼ壊滅され以後戊辰戦争で各地の戦いによる悲劇が起きた。新撰組は奥州

方面に向かう途上五兵衛新田（現綾瀬 4-15）の金子左内家に逗留した。

1868(慶応 4)年 3月 13～4月 1 日の 20 日間であったという。隊長近藤勇は大久保大和と称し、配下と共

に火薬砲弾を作って追っ手との対戦に備えていたようだ。当初 48名の隊士の数は次第に増え金子家だけ
では収容できず近くの観音寺など 4軒に分宿した。迫りくる気配を察して退いたが流山で近藤勇は捕え
られ処刑された。当時の覚書、書簡、願書等は新撰組の行動を知る貴重な資料として足立区登録有形文

化財ともなっている。また五兵衛新田開拓者の一人金子五兵衛の墓も登録有形文化財として観音寺に建

立されている。当時の金子佐内家当主金子健十郎は東山道軍に春日部宿まで呼びだされたが罪は問われ

ず明治・大正と年を重ね天寿を全うした。今、綾瀬駅付近は商業地区として賑わいを見せているが、通

りを隔てたすぐ近くに歴史が息づいていることを知ることが出来感慨無量のものがある。          
(参考資料)ブックレット足立風土記・増田光明著新撰組五兵衛新田始末・足立区役所足立区近代年表 
・ＮＨＫ出版司馬遼太郎の風景６ 

駅シリーズ地域探訪に初めて参加して～地域の歴史～            

綾瀬に居住して以来半世紀近くなります。昭和５０年頃は野菜畑が目の前にあり綾瀬川の土手では春

の訪れと共にタンポポの花が咲き桜の花見ができました。千代田線開通で、新興住宅地として発展、当

地が湿地帯であったことは暫くして知りました。菖蒲沼公園、東綾瀬公園が近く、ここは、孫との遊び

場であり花見を楽しんだ。その公園が水路であったとは知りませんでした。街を探って歩くと地域の中

で気付かずにいる歴史が潜んでいる事に驚きました。今回初参加で自分の住んでいる街に興味が湧き、

次回も参加したいと思います。                         （岡田スミ子）       

 

トピックス  ～「昭和の家」（平田邸）足立区初 国の登録有形文化財に指定される～ 
本邸は駅シリーズ第九回・竹の塚地域エリアで訪問取材、楽学ニュース 180号に掲載した。築地塀に
囲まれた木造平屋建て、昭和 14年建設の書院造りで、和室・玄関脇の洋室・四季折々の庭の景観など、
昭和の雰囲気が見事に伝えられている。また、当主の平田氏が「人間の絆」を大切にし「地域の交流の

場」として提供。数々の行事を催し区内はじめ多方面から大勢の参加者がある。平成 24年 12月に足立
区初の国の登録有形文化財に指定され、あだち広報、毎日新聞その他のメディアで取り上げられた。あ

だち広報第 1654 号には知る人ぞ知る、足立 7 つの自慢の一つ「昭和の家」と紹介されている。まさに
快挙である。祝意を申しあげると共に区民の誇りでもあると考える。 

 

（安藤、岡田、加藤、神戸、今野、田中（桂）、佐久間） 
＊参考：登録有形文化財（建造物）とは平成8年10月1日に施行された文化財保護法の一部を改正する法律によって、保存及び
活用についての措置が特に必要とされる文化財建造物を、文部科学大臣が文化財登録原簿に登録する「文化財登録制度」が導

入されたものによる。以下省略。 

 

八か村落し親水緑道 

金子左内家 



6 
 

みんなの

広 場 

みんなの広場は、会員の憩いの場です。毎号スペースを設けます。 

自由気軽に、趣味、生活の知恵、心に残った言葉などを寄稿してください。 

☆送付先は下記の相馬までお送りください。（300字～500字以内） 

FAX.03－3889－8202  E-mail: yoshi.soma@viola.ocn.ne.jp 

 

アラビアの国・アラブ首長国連邦紀行 
 成田から直行便で 12 時間、首都アブダビに早朝到着、砂漠の国なのに 10ｍ先も見えない濃霧であっ

た。英語名ＵＡＥ、7 つの首長国により構成される連邦国家であり、各首長国

は世襲の首長による絶対君主制に基づき統治されている。GDP の約 40%が石油と

天然ガスで占められ、日本がその最大の輸出先である。イランによるホルムズ

海峡閉鎖問題をさかいに隣国オマーンへのパイプラインが完成、オマーンでは、

石油備蓄タンクの建設ブームとなっている。 

 石油の富は、国家即ち絶対君主である世襲の

首長に入る。それを基に商都ドバイ・アブダビの

みならず国内全体において産業の多角化を進め、

東南アジアにおける香港やシンガポールのような

中東における金融と流通、観光の一大拠点となる

ことを目標にしている。特にドバイは世界一高い

ホテルであるブルジュ・アル・アラブ（横浜に

あるホテルと似ている）「パーム・アイランド」 

と呼ばれる人工島群（1 か所のみ完成）、世界一高い建造物であるブルジュ・ハリ

ファ、そして奇抜な超高層ビル群、競馬場、Ｆ1 レース場等ビックリするような金の使い方をしている。 

 人口約 500 万の民族構成は、アラブ首長国人 19％、他のアラブ人・イラン人 23％、南アジア人 50％、

その他 8％（我々のガイドはネパール、運転手はパキスタン）であり、出稼ぎと

してやってきた 80％の人々は、単身が条件で家族を連れての居住は認められてい

ない。長期在住者でも国籍取得は大変難しく、失業者は強制送還するなど、外国

人へは厳格な管理体制がなされている。その影響か？犯罪が非常に少ない。 

外国人への厳しさと裏腹に、UAE 国民には、手厚い支援体制がとられ、教育や

医療は無料、税金もなく、民間に比べて高給である公務員への登用が優先的にな

されている。このため、国民の多くは公務員であり、国民同士が結婚すれば国か

ら祝い金が交付され、低所得者や寡婦などには住宅や給付金などの保障が手厚く

なされている。このような国民への利益配分は、絶対君主・首長への不満・デモ・

革命を抑えるための手段ではないかと思われる。 

厳しい経済制裁の中、イランへの輸出入は、同じイスラム同士、小さな木造船

で盛んに行われている、との話であった。また、呑み助として残念なことは、ア

ルコールに厳しく、ホテル以外ではほとんど飲むことが出来ず、販売

もしていない。 

アラブ首長国・オマーンの旅は、短かったがイスラムの世界も垣間

見え、印象深く、日本との違いを痛感した。      （江川武男） 

            

 

 

 

 

 

霧中の摩天楼 

奇抜なビル群

イラン船 

ブルジュ・アル・アラブ

ブルジュ・ハリファ 818ｍ

ドバイビル群 シェイクザイール グランド モスク
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運営委員会だより 

平成25年2月の運営委員会は8日（金）に開催さ

れた。議事録を基に報告する。 

議事 

１．早坂代表理事の報告及び提案 

1)10周年記念事業 2/13 の月例会で役割分担

が整いますよう皆様の協力をお願いします。 

2）明治大学ガバナンス研究科教授、北大路氏と

学生4名が来局（2/1）「楽学の会」参加者9名。 

3)荒川区教育委員会「荒川コミュニティカレッ

ジ」より講師依頼受。講座開催日3月12日（火）。 

2月12日事前打合せ会議 事務局・早坂で対応。 

4）府中生涯学習センター「悠学の会」会員研修

の依頼 開催日時：3月5日（火）午前中  

5）生涯学習センター事業「おやじバンド合戦」

イベントへの協賛について協賛金5,000円を

支援 

6）月刊社会教育（編集長）から執筆依頼あり 

（4月号）。 

２．議題 

1）情報交換 

・市川茂敏氏「社会教育」に掲載。 

・雑誌「社会教育」、回覧する。 

・「ＮＰＯだより」を白板に掲示する。 

2）10周年記念事業について 

・今日現在、ハガキ返答38通あり、14名出席 

の返事あり。 

・会員の参加確認は、各部局にて行う。 

・2月13日の月例会は、事業について再確認を

行い、開催に向けての役割分担等整理する。 

3）月例会開催日時について 

  2/13（水）3時30分～5時30分 研１ にて 

 

  

   開催する。 

4）ＨＰ会員ページｊｉｍｄｏについて 

  資料に基づき佐久間氏より説明。会員はア

クセスし、参加する。 

5）あだち区民大学塾（検討会議・企画会議・

地域学習センター協働講座）（学習支援部） 

   2月開催する講座「新島八重の生涯」 

講師 あさくら ゆう氏 2/10・17・27 

2時～4時 

 6）各部局から報告及び提案 

  ※ 部会等開催日については省略する。 

  ① 学習支援部 

   ・2～3月2講座実施。皆様の協力依頼。 

  ② ボランティア活動推進部 

   ・男ボラについて  ブースへの来場者 

    の内、6名が住所、氏名の記入あり。 

    今後、講座開催案内等を送付する。 

  ③ 広報部 

   ・楽学ニュース、ＨＰ更新、メルマガ更 

   新は2/末及び3/１実施。駅シリーズ 綾

瀬地域次回引き続き掲載。 

  ④ 事務局 

   ・大学塾現地案内時の旗の作成依頼する。 

 7）その他 

   ・受託事業 「エネルギーの未来と私た 

ちの生活」開催。 

   ・24年度事業報告、25年度事業計画を3/1 

    までに事務局へ。 

   ・総会の開催日は、3月の運営委員会にて 

    最終決定する。 

   次回の運営員会は、3月1日（金）。 

                 （事務局）

去る２月１日（金）午後 明治大学大学院ガバナンス研究科 北大路信郷教授および教授主宰の研究

会のメンバー４名（男性３名、女性１名全員社会人）が、「あだち区民

大学塾」事務局に来局され、「楽学の会」からは 9名が参加した。 
北大路教授は、公共政策について研究されて

おり、当日は NPO活動支援センターでのヒアリ
ングののちにお出でになり、NPO の運営状況や
実際に中高年者が活動している様子を知りたい

とのことであった。 
まず「楽学の会」の発足経緯から現状を小林理事が説明し、次に受託事業、あだ 

    ち区民大学塾、広報活動、そして他団体との交流活動やボランティアの募集・編

成の仕組みなどについて各担当部長から説明した。また、当会出席者から、それぞれの活動内容や会への思

い、入会の動機等についても話を行った。研究会の皆様は、古希を過ぎてエンジニアの仕事を退職後入会し、

大学塾の講座企画や「楽学ニュース」の取材などを通し、今は歴史と文学にはまっているＳさんの体験談な

どをはじめ、会員がエネルギッシュに活動している様子に興味を持たれたようである。研究会のお一人か

らは「これから何か一緒に活動できないか」というご意見までいただき、たいへん楽しい有意義な時間

であった。                                   （原田進）     

★明治大学大学院ガバナンス研究科 北大路信郷教授・研究会来局★ 

北大路 信郷明大教授 



8 
 

生涯学習センターボランティア情報 
今月の生涯学習センター講座運営ボランティア募集

はありません。 

（ボランティア活動推進部） 

 

<生涯学習センター講座情報> 

◎講座名：『歌声サロンなつかし堂』 
① 開催日： 4 月 13 日（土）午後 2時～4 時 

② 場 所： 足立区生涯学習センター５階研修室１ 

③ 受講料： 500 円 

④ 内 容： 懐かしい昔のフォークソング、歌謡曲 

をギターと電子ピアノの伴奏に合わ 

せて、みんなと一緒に楽しく歌ってい 

ただきます。あの頃、大好きだった歌 

を口ずさみませんか。        

⑤ 講 師： メグ・スリー氏 

 

◎講座名：『高齢者のためのゆっくりパソコン

講座（入門編）』 
① 開催日： 4 月 17日（水）～21日（日）

全 5 回 午前 10 時～12 時  

② 場 所： 足立区生涯学習センター 5 階  

コンピュータ研修室 

③ 受講料： 8,000 円 

④ 教材費：  100 円 

⑤! 内 容： パソコンの電源の入れ方、消し方な 

どの初歩から学びます。  

第１回：マウスの使い方 

第２回：キーボードの使い方と練習①  

第３回：キーボードの使い方と練習②   

第４回：文章入力にチャレンジ 

第５回：インターネット    

⑥ 講 師：青柳 涼氏（パソコン講師・あおいろ 

  代表）       

 

申し込みは、生涯学習センター 

 電話（03－5813－3730）または直接窓口へ 
       

☆ 3 月 月例会のご案内 ☆ 
  

開催日 平成 25 年 3 月 13 日（水） 

時 間 午後３時半～5 時半 

場 所 足立区生涯学習センター 5 階研修室 3 

テーマ 第 3 ステージ講座振り返りとフリーディ

スカッション 

  

会員の積極的な参加をお待ちしています。 

 

          （ボランティア活動推進部） 
 

 

 
 
 
○運営委員会 

3月 1日(金) 午後3時～5時  研修室4 

○月例会  

3月13日(水)  午後３時半～5時半 研修室3 

○学習支援部 

3月 6日(水)  午後2時～4時 ワークルーム 

○ボランティア活動推進部 

3月 6日(水)  午後2時～4時 ワークルーム 

○広報部 

3月 7日(木) 午後2時～4時 ワークルーム 

3月25日(月)  午後2時～4時 ワークルーム 

3月28日(木)  午後2時～4時 ワークルーム 

○事務局 

3月 2日(火)午後2時半～4時半ワークルーム 

3月12日(火)午後2時半～4時半ワークルーム 

            （ニュース発送） 

○大学塾講座検討会議  

3月13日(水)  午後2時～3時半  研修室3 

○大学塾講座企画会議 

3月 1日(金)  午後1時半～3時 研修室4 

○ホームページ,メルマガ企画会議 

3月は月末の更新作業とします。 

★お問い合わせ＆ご意見等 

○「楽学の会」の運営に関するお問合せ 

  事務局   江川武男   電話 :03-3898-1542 
   E-Mail：takeo-wg@cj9.so-net.ne.jp 

○「ホームページ」に関するお問合せ 

  広報部 田中国弘 電話：03-3856-9290 

   E-Mail：ku-tanaka@asahi.email.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

編集後記 

今年ほど寒く感じたのはどうも歳のせいではな

く異常気象によるものではないか？それは北極振

動による北極圏の寒気の放出が始まり、加えて、

偏西風の蛇行が極端になり、中国上空に行くはず

の寒気団が日本列島の側に集まりやすくなったの

ではと言われています。 

皆様風邪を引かれないよう頑張って活動いたし

ましょう。           （佐久間實） 

楽学インフォメーション 
★会合のお知らせ★ 

メルマガ・ホームページからの重要なお知らせ

・今回の記念事業への申込については、Ｅ-Mail

でも申込受付を行います。従来通り往復はがき

での申込との連携を円滑に行うことが課題で、

大学塾事務局当番者のご協力をお願いします。 

・楽学メルマは、予定通り３月１日に発行するベ 

 く準備を進めています。  

・HP の会員ページにアクセスし、jimdo（ｼﾞﾝﾄﾞｩｰ）

  のページへをクリックして皆さんが直接作成・

編集ページへ入って試してみてください！！ 


